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会議の概要               

                                                                                 

会 議名       宝塚市食育推進会議 第２回 会議   

開催日時       平成22年（2010年）９月13日（月）午後２時～午後４時  

 開催場所       宝塚市役所３階 特別会議室  

 出席委員       委員１６名  

 保田委員、 山下委員、 松本委員、 北山委員、 藤野委員、藪内委員、奥村委員  

 嶋津委員、 藤田委員、 岡本委員、 中野委員、 林委員、 松田委員、 山本委員  

 山本委員､ 北井委員、皆木委員  

 欠席委員 委員３名  

 中村委員、和田委員、井上委員  

 傍聴者数       １名  

公開の可否       公開   

議題及び結果の 

概要 

1 委員委嘱 

事務局より委員の交代について報告                                                                                                                                                                                                                                                      

関係行政機関の委員として就任いただいていた伊藤裕美委員（兵庫県宝塚

健康福祉事務所）が８月31日をもって退職されたため、後任として、９月１日から

兵庫県宝塚健康福祉事務所の皆木俊夫様にお願いすることとなった。 

 ２  議事 

議事１ 宝塚市食育推進会議 第１回会議について 

 

   （事務局） 

事務局から、資料について説明 

・第１回会議で話し合われた発言の趣旨をまとめた 

この内容については、ホームページの公開を予定している 

・会議中または会議後に資料請求のあったものについての説明  

・委員の皆さんからいただいた意見について説明したうえで、計画に反映でき 

る部分には、次のとおり修正を加えることとした 

素案３１ページ  

「学校園」という表記については、意味がわかりにくいため、用語集に 

明記 

素案２７ページ  

食事の姿勢は大事なことなので、コラムで取り入れようと考えている。 

素案５ページ  

御指摘のとおり、北部地域が大陸型の気候というのは、不適切だと思わ

れたため、この文言は見直すこととした 
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素案４ページ  

挿絵のご飯と汁の位置が反対  適切なものがあれば、差し替える 

（会長） 

第１回 会議においての発言記録について何か意見はありますか。発言した

はずなのに載っていないなどの御不満はないですか 

今日皆さんに御確認いただいたということで、ホームページに載ることにな

りますがよろしいですか。 

（事務局） 

一箇所、訂正を報告。 

特定の店名が入っておりましたので、「ファーストフード店」というような

言葉に少し和らげて表現させていただきます。 

（会長） 

類似のミスがあれば事務局で訂正をするということを前提にして、御了解を

いただいてよろしいですか。 

（委員） 

はい 

（会長） 

御了解いただきましたので、もう一度事務局で再点検していただいた上で 

ホームページに掲載していただくことにします。 

 

 

 

 

議事２  「第７章 食育に関する事業」について  

事務局から、資料について説明 

・素案 「第７章 食育に関する事業」（素案６７ページ）参照 

食育に関する施策や事業の実施状況をまとめたもの 

この計画は平成23年4月から28年3月までの取組方針を示しているが、具

体的にどんな事業があるのかを別紙に示していこうと考えており、現時点

（平成22年度）食に関する施策や事業が本市において、どれほどあるの

かを表にまとめたもの 

この内容についても御検討していただければと思っている。 
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議事３ 宝塚市食育推進会議 第２回 審議 

（会長） 

皆様の意見については、事務局で回答をいただいているようですが、少しお

断りしておきたいことがあります。 

政策に関する希望意見が多く寄せられているように思いますが、委員の皆さ

んには、政策に関する意見をお寄せいただくのではなく、お諮りしている食育推

進計画の素案について意見を頂戴したいです。 

皆さんの今年度の役目は、この食育推進計画をどのようにまとめるかというこ

とに一点集中いただき、政策提案等については、少し御遠慮いただきたいと思っ

ている。 

西谷や学校給食についてたくさん御意見をいただいたようですが、政策提案

ではなく、この食育推進計画に盛り込むことのできる具体的な提案を頂戴したい

のです。 

審議というのは、たたき台を土台にしながら、一歩一歩前進していくという形

をとらざるを得ないので、この素案をどのように具体的に訂正していったらいい

のかという御意見を、これから順次頂戴したいと思います。 

意見をどう盛り込んだらいいかを具体的に御提示いただきたいということで、

今日は、御意見があれば、素案の何ページのどの部分をどういうふうに修正す

べきという御意見をこれから頂戴したいと思います。 

質問に関する御発言も結構ですが、その質問もできれば素案をどういうふう

にしていったらいいかという含みも持ちながら、ご発言願いたい。 

（委員） 

素案１７ページ 指針（１）「子どもの頃から増やしていこう「食」とのふれあ

い」について、ここで述べられていることについては、学校のカリキュラムの中で、

各学年どの程度入れていくのですか。どのように考えているのですか。 

（会長） 

学校カリキュラムに関する部分的な御発言をいただいたが、これに関係する意

見はありますか。 

（委員） 

宝塚小学校の３年生が田植え等の体験をしています。 

（事務局） 

小学校３年生で環境体験学習というカリキュラムがあり、植え付けから収穫ま

でを学習するもので、委員が言われたように、学校の近所で田んぼを貸してくれ
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る農家があればそこで体験しますし、西谷の森公園の田んぼを借りて稲を植え

るなど、県の事業の一環で各学校とも体験学習をすることになっています。 

（事務局） 

仕組みについて加えますと、小学校３年生で環境体験事業という県の事業が

あり、兵庫県下全ての公立小学校で行っています。 

その中の環境体験で、学校の外に出て作物を育てる他にも水の調査や野鳥観

察など含めた中の１つとして、そのような取組みをしております。 

また、３年生での経験を５年生の自然学校の野外炊飯などへつないでいくよう

なことも行っています。 

食育という教科がもともとありませんので、それ自体はいろんな教科と関連す

る部分で取り扱ったり、総合的な学習を通して、食育に関係するところを学んだ

り、すべていろんな教科にまたがってできるところを取り入れていくように考えて

おりますので、その中でのカリキュラムづくりということになります。 

（会長） 

事務局から御発言がありましたように、各学校では県教育の方針に基づいて、

学校給食と食教育の両面について学校教育の中でカリキュラム化していこうとい

う方針の下に取り組んでいただいております。 

私自身も県の食育推進委員の委員長をしておりますので、食育に関する様々

なお願い事を各学校、市町教育委員会にしております。 

まだ、完成していませんが、これから徐々にカリキュラム化していただけると期

待しています。 

（委員） 

学校によって、やりやすい地域や、やりにくい地域があると思いますが、どの

学校でも同じよな体験ができるようにされているのですか。 

（事務局） 

環境体験事業は、先ほどの野鳥観察も含めて年間４回は体験しようというこ

とになっています。 

西谷小学校のように学校のそばで田んぼを借りれるところについては、成長を

見にいったり、雑草を引きにいったりと頻繁にできますが、市街地の学校で遠方

に田んぼを借りるといことであれば、バスに-乗っていく必要もありますので、地

域よって差があるのは事実です。 

ただ、そういうことをできるように財政的な面で、県や市が補助金を出すこと

によって、バスの借り上げをすることが可能になっておりますので、西谷や三田に
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行くことが可能になります。 

（委員） 

実際にどの学校も稲刈りまで実施するのですか。 

（事務局） 

全てがそうではないが、多くの学校では、稲を植えて収穫するということが行

われています。その他、芋ほりに行く学校も若干ありますが、それは学校のカリキ

ュラムですので、各学校で教育課程を決めていきます。 

これは、子どもたちの実態に合わせて決めていきます。 

（委員） 

では、実際は学校によって違うということですね。 

（会長） 

学校によって違いますし、先生によっても変わります。 

先生方の主体的な意欲に大きく左右されるので、みなさんに個人差があるよ

うに先生方にも個人差があります。 

今、県教育の方針の基は文部科学省ですが、環境教育と食生活に力を入れな

さいという方針を出しており、これに基づいて県、市町教育委員会に頑張ってい

ただいているので、学校現場の先生には、ずいぶん頑張ってもらっています。    

まだまだのところはありますが、徐々に進展していくであろうと思います。 

（委員） 

素案２４ページの妊娠期の具体的な取組みについて、「母親学級における栄養

に関する情報提供」とありますが、他市においても両親学級が頻繁に行われて

いると思いますので、母親ではなく両親学級という取組みができないでしょう

か。 

（事務局） 

本市で行っている母親学級は、お父さんが来られることもありますが、必ずお

父さんに来てほしいというわけではありません。 

父親学級は２ヶ月に１回行っており、１回限りの教室になっています。これは、

沐浴などを主とした内容になっており、ここで栄養の話をする余地がないため、

計画の中では、母親学級という表現にしました。 

名称については、事務局に持ち帰って検討いたしますが、今のところは母親学

級という名称を使わせていただいております。 

（会長） 

母親学級、父親学級とならべてはどうか。事務局で、検討してください。 
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（委員） 

素案３４ページ （２）子どもたちの食に対する意識を高める食育の推進につい

て、「命を大切にする心を育む取組みも進めます」というとてもいい文章になっ

ているので、保育所だけでなく、学校園にも「命を大切にする心を育む取組み」

という文言を入れた方が良いのではないか。 

（会長） 

今の意見に反対はないのではないでしょうか。 

いい言葉なので、散りばめてきれいであればちりばめてもらえば良いと思うの

で、事務局は検討してください。 

（委員） 

素案４１ページや皆さんの意見の中にも出てくる伝統料理について、特に伝統

料理はないので、伝統料理（行事食）と統一して、文章の中に入れた方がいい

のではないか。 

（会長） 

伝統料理と行事食は違うのではないでしょうか。 

（委員） 

本市では、これといった伝統料理がないので、行事食でいくという考え方でし

たので、伝統料理（行事食）に統一した方が良いのではないでしょうか。 

（会長） 

ここは言葉を整理して、次回までに考えましょう。 

私の個人的見解は、伝統食は家庭にあり、行事食は地域にある。食に関する

先生は大勢いらっしゃるから、それぞれ見解があるのですが、例えばお祭りは地

域、我が家の伝統料理というのは、家によって違う。漬物や味噌汁もそれぞれ

家庭によって違うので、この件については、時間があれば皆さんから御意見をお

願いします。 

（委員） 

私たちは「伝承料理」と言い、ごく一般的な旬の食材を使って、地産地消とい

う形でやっていますので、その文言を考えていただきたい。 

（会長） 

「伝統料理」と「伝承料理」は違うのですか。 

（委員） 

古くから伝わっているものが伝統料理であり、行事があったときにその地域で

受け継がれて、家庭の中で受け継がれていった料理が伝承料理かと思いますの
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で、行事食＝伝承料理、伝統料理は、本当に伝統的な料理のことではないかな

と思いますので、その辺の文言を統一していただけたらと思います。 

（事務局） 

伝統料理と伝承料理を事務局でもかなり調べたが、これという答えが出てき

ませんでした。事務局でもかなり調べて検討しましたが、違いは明らかになりま

せんでした。 

（会長） 

料理の先生は大勢いらっしゃるので、それぞれに一元化は難しいし、いろんな

解釈ができるので、言葉を統一して全て伝統料理など、すべて用語集に入れて

いっても良いし、この計画で使う伝統料理はこういう意味ですという用語集に

盛り込むという扱いにして、ここでは言葉を統一していくというような扱いで良

いかと思います。 

新たに「伝承料理」もあるという問題提議もありましたので、計画の盛り込め

るかは事務局で検討してください。 

次回は、さまざまな修正の提案を頂いておりますので、この素案を修正したも

のを見え消しで表記して配布させていただきますので、次回はどちらが良いかの

決をとらせていただきたいと思います。そういう形で、計画を完成させていきた

いと思います。次回、修正箇所の提案について委員の皆さんに、判断を仰ぐこと

にいたします。 

（委員） 

素案４６ページ 「４ 事業者における食育推進について」、施策の方向性への

行の追加をしていただきたい。 

外食産業で一部栄養成分表示や産地表示をしておりますが、これを市内の店

舗で推進していきたい。外食栄養成分表示の推進と産地表示という形で、検討

を加えていきたいなと思います。 

要するにカロリーと産地の表示、野菜でしたら静岡産など、お店では結構書い

ているところがありますが、お客さんへの安心の提供ということで非常に良いこ

とではないかと思います。 

（会長） 

食育推進の一環として充実させるわけですね。 

（委員） 

はい。 

次に素案４９ページ （２）地産地消の推進についてですが、送られた資料をみ
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ると、西谷で何ができるのかという意見もありましたが、宝塚で産地は西谷しか

ありませんので、宝塚の地元の食材を使った料理コンテストのようなものが市を

挙げて企画していただけないでしょうか。 

家庭科の中で子どもたちが料理を作って、自分たちで褒めあいをして自分た

ちでおいしく食べるということで、腕を磨いていただくとうのはどうでしょうか。 

（会長） 

コンテストは学校で行うのですか。 

（委員） 

市として代表校を決めて、イベントホールなどを使い、盛り立てていってはどう

かという思いがあります。 

（会長） 

それは市の主催ですか。 

（委員） 

教育委員会が主催になるかなと思います。 

（会長） 

その場合、事業者さんがスポンサーになってしてくださるんですか。 

（委員） 

はい。材料提供などお金を出す等。 

その他、温野菜調理の講習会をしていますが、低温蒸し野菜これも紹介をし

ていきたいので、機会があればまた、一般市民の方も参加していただいてはどう

か。３ヶ月に１回実施していますので、これも入れておいてください。 

（会長） 

温野菜の食べ方ですか。 

（委員） 

調理です。南京は低温で食べられるので。 

 （委員） 

素案５３ページ （1）情報提供・啓発の充実について 

皆さんの中には日記をつけられている方もおられると思いますが、自分が毎日

食べたものを日記のようにつけていくという習慣をつけたらどうか。自分が食べ

たものは、夕方になると朝から何を食べたか忘れてしまうため、忘れないため、

食育日記というものを配布できればと思います。 

（会長） 

計画ですので、市民のみなさんに提案をすることですが、あまり市民の皆さん
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にストレスがかかることは避けた方がいいというのが一般的な考え方なので、少

し日記は避けた方が良いと考えます。 

料理コンテスト、温野菜の調理など料理に関する市民の啓発については、文言

をかえるかもしれませんが、何か積極的な取組みとして情報提供したいと思い

ます。 

事業者さんが一生懸命やっていただくという点では、高く評価したいと思いま

すので、表現は変えるかもしれませんが、何らかの形で書かせていただこうと思

います。 

（委員） 

素案２９ページ （５）青年期・壮年期について、今実際問題として歯を失う原

因は、むし歯よりも歯周病の方が多くなっているが、そのことが書かれていな

い。 

実際、市の事業として４０歳、５０歳、６０歳、７０歳で歯周疾患検診を行ってい

るので、そういう方向のことを重んじて、大切にしたいことの項目で、載せてい

ただきたい。 

歯周病も生活習慣病と言われているぐらいですので、歯周病にならないため

の指導や定期的な健診を受けていただくというようなことも盛り込んでいただき

たい。思春期で言えば歯肉炎であるが、この時期が将来歯を失わないために大

切な時期ですので、高齢期になる前に習慣をつけていただかないといけないと

考えます。 

（会長） 

診療の現場からの意見なので、この貴重な御発言をどこか関連した部分で、

ほかにふさわしい部分があるか、検討してみてください。 

御発言は、皆さんが専門とされている分野で御発言いただいたらと思いま

す。 

（委員） 

前回も学校給食が、食育にずいぶん関わることが必要だという意見が多く出

たと思いますし、他の方の意見を見受けても、給食に取り入れていくのが大事だ

と思います。 

素案３７ページの学校での具体的な取組みのところで、給食のことが書かれて

いるところに、米飯給食の自校炊飯の実施というところがあるが、週５日ご飯と

いう完全米飯給食の実施を項目に入れてもらいたい。 

皆さんからのご意見の回答には、全ての学校に自校炊飯が設置した後で回数
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を考えるとあったが、せっかく整った自校炊飯設備がありながら、パンをまだ買

わないといけないのはおかしいと思うし、むしろご飯に替える方が献立として合

うのではないかと思うので、できれば自校炊飯の設備が整った学校から完全米

飯給食実施にしていくことを取り入れてもらいたいと思います。 

先ほど、３年生の体験（取組み）が学校によって違うと言われてましたし、先生

によっても違うとおっしゃっていたので、学校での取り組みの中で、例えば６年生

を卒業するまでには、自分でご飯を炊いておにぎりを作るまでできるようになる

とか、最低のラインを設けて、どの学校でも中学校１年生の頃には、一品の味噌

汁とご飯が炊けるくらいは自分でできるようにするなど目標のようなものを徹底

してもらって、具体的な案を考えてもらいたいと思う。やる気のある先生とそう

でない先生とで差が出るのは良くないので、これくらいはしましょうというのは考

えてもらいたいと思います。 

（事務局） 

今お話し頂いたご意見については、既に家庭科の中で、ご飯を炊いたり味噌

汁を作ったりということを学習して、それを実習するというのがカリキュラムに入

っています。学校で一度やっただけでは、身につかないこともありますが、実習

のカリキュラムがありますので、２学期もまた違った料理を作るという形で、今言

われたスキルの面についても学校で指導するようになっております。 

（委員） 

実際にできていますか。 

（事務局） 

それは、個々の学びの状態によります。教科書にあるご飯の炊き方を基に、炊

飯器でなく鍋で炊くというやり方で行っています。 

味噌汁も、簡単な方法でなく、ダシ雑魚からダシをとる方法が載っていますの

で、それを限られた時間の中でやらなければいけないということはありますが、

学校の年間のカリキュラム中にはきちんと入れて取り組んでいます。どの程度で

きているかというのは検証していかないといけないと思います。 

（委員） 

小学校の子どもがいるが、お味噌汁を作ったらいいということではなく、ちょ

っと内容が違うと思います。 

おそらく、取り組めばいいという内容のことはできているかもしれませんが、ど

の先生も必ずそれをすることはないと思う。 
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（事務局） 

教科書に載っていることは、必ずします。家庭科は、５年生と６年生で行いま

す。 

（会長） 

学校の先生に全てを求めるわけにはいかない。 

（委員） 

もちろんです。すると言うことは始めて聞いたので、決まっているのですか。 

（会長） 

学校では教えていただいているので、それを子どもがどう受け止め、各家庭

でどう磨きをかけるかは、大きな課題です。全てをあまり学校に期待しないで欲

しい。 

私は今、県の食育推進管理委員長の立場であるので、各学校を回っている

が、私は小学校１年生でご飯が炊けるようにしてほしいとお願いしており、実際１

年生で練習していただいている学校もあります。 

食習慣は９歳までに身につけなければいけないため、私から言わせると５、６

年生から始めるのでは遅いと考えます。しかし教科書には５、６年生からしか載っ

てない。１年生から教えて欲しい。先生が意欲的であればやってもらえるが、そ

れは責任の範囲外なので、すべての先生にお願いするのは難しい。まずは、でき

るところからやってもらうしか仕方がない。 

親御さんもやってくださる方からやってもらったらいい。 

この計画で謳うとしても、せいぜい完全米食給食くらいだと思います。 

（委員） 

それは、ぜひ取り入れていただきたいと思います。 

（委員） 

米飯給食のことが出ましたので、気になることを発言したいと思います。 

週５回の米飯給食はすばらしいことだと思いますが、事前に頂いた資料、「学

校給食の人気のあるメニュー 人気のないメニュー」を見ると、小学生も中学生

も苦手な献立のところに汁物が軒並みあがっているのが、とても気になりまし

た。 

これは週５回米飯給食にしても、ご飯を残してしまうと意味がないと思いま

す。本当にご飯を食べているか、不安に感じます。 

具体的には、ご飯と味噌汁を中心とした食育を、学校の取組みで、先生方に

検討していただく内容なので、この素案に盛り込んでいただくかどうかは別とし
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て、そういったことがきちんと伝わっているのか、そういったことを目的としたか

といった食育計画をつくるべきではないかと私は感じました。 

（会長） 

資料をみると、御発言のように、小学校・中学校の苦手な献立に汁物がある。

これはあきらかに今の子どもが、ひとつの器で食べてしまう。しかもひとつの器

で食べる食べ物が、油物とか味の濃い物が多い、そのような食べ方になってい

ることがよくわかります。だいたい一品物が多いということです。 

特徴的なのは油物、あるいは味の濃いものということになると、白いご飯にお

汁物を取り入れる食べ方が、実は訓練できていないという現状があります。今、

御指摘いただいたように、このような問題をおさえた上で、その解決方法を考え

ることがまさに計画なのです。 

この計画では、現状を踏まえ全く謳われていないので、こうした問題もおさえ

た上での計画ということが望ましいのではないかという御指摘と思います。 

素案３７ページについては、せっかくこの資料を作っていただいていますので、

こんな問題があります、この問題をどう解決するかというようなことを盛り込ん

でいただけたらと思います。 

解決するには、やはり小さい頃からご飯を食べる練習をすることになるのだと

思います。 

（委員） 

素案１９ページ、取組みの柱１ 「家庭における食育の推進」の年齢区分につい

てですが、できれば（５）青年期と（６）壮年期の年齢は載せていただかないほう

が良いのではないか。６０歳は高齢期と書いてますが、素案３０ページの説明を読

むと、誤解を招くのではないかと思います。個人差はありますが、６０歳の方には

高齢期という認識はないと思いますので、できれば年齢は書く必要はない。思

春期などは定義があるとおもいますが、そこから先は書かない方がいいのではな

いか。 

（会長） 

青年期・壮年期、高齢期は常識で判断し、わざわざ年齢を書く必要はないと

思います。 

（委員） 

素案３０ページ この時期に大切にしたいこと、具体的な取組みというのは、健

常な６０歳以上のことが書かれていると思います。 

私がお願いしたいのは、要介護者についてです。 
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宝塚では、食事の配食（弁当の配食）が実施されています。 

少しでも介護で困っているお宅、要介護者の対策を具体的な取組みとして何

か入れていただきたい。 

この計画は、健常者のことばかりなので、それを地域で面倒を見るようなこ

と、積極的にやれるような形を何か書いていただきたい。 

（会長） 

確かに、この計画は、全部健常者だった。障がい者は入ってない。 

（委員） 

高齢者の４～５人に１人は要介護・要支援者と言われているので、われわれも

いつそうなるかわからないと思います。 

（会長） 

検討できたら検討してください。 

（事務局） 

素案３０ページ 具体的な取り組みの中に、高齢者の口腔機能向上事業、栄養

改善事業の開催とありますが、これは介護予防を目的とした事業になっていま

す。 

配食に関しては、かなり条件がありますので、全ての市民が受けられるサービ

スではないので、素案には取り上げていません。 

（委員） 

要介護者及び要介護者の家族のことを考えれば、元気な市民が要介護者の

方を面倒みるような形を一言入れてもらわければ、高齢者の問題が抜ける危険

性が高いと思います。 

健常者の視点だけで計画をたてる時代は終わっていると思います。 

（会長） 

障がい者の方もいろんな障がいの方がいらっしゃるので、これはあくまで食育

計画ですから、障がいの皆さんが全て食育の対象になれるかどうかは、吟味する

必要がありますが、少なくとも家族を含めて考えると、視点は幅が広がるので、

食育計画の中に取り入れることは可能だと思います。 

障がい者の家族を含めた食育推進がありうるのかどうか、検討してみましょう

か。 

（委員） 

制度的なことやお金でなく、スローガンなので気持ちを少しうたっていただき

たいと思い、提案しました。 
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（会長） 

少し検討してみましょう。 

（事務局） 

本市が特別給付として行っている配食サービスでは、今問題となっている、高

齢者の見守り活動を、配食サービスに兼ねて運用するという、ユニークな取組み

をしています。 

（会長） 

行政そのものが食育ではないので、あくまで食育の計画で何かやるべき余地

があるか検討していただきたい。 

委員が御指摘いただいた健常者だけを念頭にした計画でなく、もう少し幅が

あってもいいのはないかというのは事実ですから、次回までに少し検討してみま

しょう。 

（委員） 

先程より学校給食のことが度々あがっていますが、学校給食を実施していな

い私学の生徒たちへの食育的な指導は、どのような位置づけですか。公立と同

じですか。 

食育推進に関しての公立への資料配布や教育推進の機会は、私立にも均等に

あると理解してよろしいですか？ 

（事務局） 

基本的には私学は入っていません。 

（委員） 

私学は私学で、学校としてやっているのですか。 

（委員） 

やっています。 

（事務局） 

この計画ができあがりましたら、私学にも何冊かはお配りしようと思っていま

す。しかし市が指導機関ではありませんので、御紹介のためにお配りする程度で

す。 

（委員） 

兵庫県の食育推進は、私立も同時に指導していこうということで食品衛生協

会から聞いていますが、市役所としての位置づけの官と県の健康福祉事務所と

しての官の位置づけが、どちらかというと県の食品衛生指導が先になるが、健康

推進課が情報を県からいただいて動いているとうことであれば、当然、県の健康
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福祉事務所と市の健康福祉事務所とリンクして、同じように進んでいかなければ

いけないのですが、そうして宝塚市役所内に食に関する安全に関する部署が、

情報の提供である県と同じものを宝塚市が保有されていると望んでいる。この

部分でも、県の健康福祉事務所の関連する内容を多く含んでいます。 

（委員） 

県の推進計画はもっと大雑把に示しただけですから、住民に身近な市には、そ

れに則した計画をつくる必要があるので、県にこだわる必要はないと考えます。 

県の教育委員会は、私学にも指導権限はありますから、そのような形で一括

で入っています。しかしそれを市に求めるのは無理だと思いますので、あくまで

も宝塚市が考える計画ということで、位置づけはそれで十分だと思います。 

（会長） 

なるべく食育に絞ってください。行政と混同しないようにお願いします。 

この食育計画は、市が作っていただきますが、これができた暁には市も頑張る

が市民や学校、委員の皆さん等にも頑張ってもらうということなので、市だけが

責任を持っているのではありません。 

（委員） 

素案５１ページの食料自給率ですが、最新の値は４０％なので、発行する時点

で修正していただきたい。 

５２ページ・Ｐ５４ページにある豆知識も間違っている。 

 （会長） 

食料自給率は、現在は４０％なりました。 

東京都民が肉を食べる量が減れば、数値はすぐにあがります。 

本当に大事なことは、田んぼの面積は増えたのか減ったのか、働く人が増えたの

か減ったのか、こちらの方が重要なことなのです。 

今は、田んぼも働く人も減っているし、こちらを心配しないといけない。 

宝塚は、働く人がいなくなって、食料自給率を落としそうです。 

(委員) 

自分も歳をとってきて、もったいない精神が年々欠けていると感じています。 

一番気になるのは、賞味期限、消費期限についてです。 

素案６３ページに関係すると思います。 

 

 （会長） 

廃棄が多いということですか。 
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（委員） 

最近「減塩」と言われ、とにかく減塩がいいと言われる方向に時代がきている

と思いますが、健康面から、減塩が必要な人もいますが、保存という面では、梅

干にしてもお味噌にしても、それなりの塩分やお砂糖等、いろいろ考えてのパー

センテージを出していると思います。 

減塩にすることはいいことだと思いますが、保存したいときなどは塩分等が必

要なので、もう少し区別をした知識が必要だと思います。先ほどは、小学生がご

飯を作ったりということがありましたが、その中で少しづつ取り入れていけたらと

思います。 

薄味のお味噌汁がいいというのはわかりますが、濃いお味噌を使って食べる

量を減らすとか、小さい時から知識をつけてあげれば、あまり敏感にならずに、

傷んだご飯やおかずも火を加えたり、電子レンジで熱を加えることによって食べ

られる食事はかなりあると思いますので、少しずつ身につけていったらどうかと

思います。 

売る段階や作る段階から、あまりそういう方向にいかない方がいいのではな

いかと思います。 

（会長） 

開会時に申し上げましたが、今日はこの計画素案をどういうふうにしていくか

の御意見を頂戴したいと言いました。 

今の発言も捨てがたいのですが、それをどこにどういうふうに盛り込んだらい

いかという御提言がいただきたいのです。 

（委員） 

学校の調理指導や家庭で、少しいれてもらえればと思う。 

（会長） 

今の御発言を具体的にどういうふうにしたらいいかと言う意見を事務局に送

っておいてください。 

（委員） 

素案２７ページ （３）学齢期の、この時期に大切にしたいことのところで、自分

の身体に必要な食べ物を選べる力を養いましょうという項目がありますので、そ

ういうところに１つ盛り込んではどうか。 

（会長） 

ここにも盛り込めますが、先ほどの意見は、学びの場が欲しいとう提案が多か

ったと思います。減塩についてもいろんな見解があります。 
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私は、例えば胃酸の原料は塩をしっかりとることだと思います。塩をしっかり

取らないと胃酸が出ない。 

平均概念で話す場合と個人的な差がある部分と混同しながら進めていくの

で、実際には減塩減塩といった時に、胃酸の出が悪い人まで減塩をしてはいけな

いので、平均概念と個人的なデータと混同しながら進むので、健康指導は丁寧

に話さないといけない。私は減塩反対です。梅干の食べ過ぎはよくないが、少し

なら食べてもいいと思う。 

皆さん、肝心なところまで減塩してはいけない。世の中には胃酸の出にくい人

は多くいる。一方で、多く塩を取っている人もいる。 

学びの場が具体的な生活提案。生活提案とは主体性の問題であり、学びの場

というのは行政、諸団体の責任なので使い分けしながら、意見をいただきたい。 

（委員） 

素案４８ページ （１）生産者と消費者の交流について、農業者が農作業等の体

験の機会を提供する場を通してとありますが、休耕田や遊休農地を利用して体

験をすることが、就農者養成にはならないと思います。 

休耕田や遊休農地は作りたくても作れないからできるものなので、農作業が

できる農家が提供するのとは違うと思います。 

（会長） 

休耕田、遊休農地は、必ずしも農業体験と一致するものではないので、使い

分けをしてください。遊休農地を使って農業体験と読めるので、農業体験は農

家の方がなさっている農地で体験できるわけですし、この遊休農地や休耕田は

やむなく休耕しているものですから、作れないから作っていないので、もちろん

野菜は作ればできるけれども、これは必ずしも一致するわけではない。 

遊休農地の活用というのは、農業体験とは全く独立した概念なので一緒にし

ない方がよい。御指摘のとおり、文言修正してください。 

（委員） 

素案４９ページ （２）地産地消の推進 ５行目に「生産者の生産効率アップを

図るとともに付加価値を付け」とありますが、具体性がないと思います。 

もし具体性があるとすると、「ひょうご安心ブランド」の認証取得とあり、こち

らについては、付加価値になるでしょうが、生産効率アップについては、非常に手

間になるので、これとは同じにはならないと思います。 

（会長） 

生産効率アップ、これはどこからでてきたのですか。 
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（事務局） 

西谷の農業は、現状兼業農家が多く、専業型が少ない。生産効率という面で

は、みんなで作れば、効率的に時間も有効に使えるが、そういう方法が現実には

とられていない。農政課としては、そういう方向に持っていきたいが、なかなか

現状としては難しい問題があり、生産効率アップという言葉になった。 

（会長） 

生産効率アップと付加価値とは、先ほどと同じで、同じ局面の話しではない。 

次元が違うので、同じことではない。 

生産効率アップを地元の方がどう考えていらっしゃるかが本当は、知る必用が

ある。最終的に、この言葉は修正しておきましょう。 

（委員） 

質問されていた部分で、バーチャルウォーターは、豆知識あたりで盛り込んで

はどうか。 

食育は「食」だけでいいのかと考える。 

特に素案２９ページ （５）青年期の「飲」の問題。このあいだから、熱中症で問

題になったスポーツ飲料は、体重が非常に増えるので、酒を含めて「飲」の問題

をどこかに入れた方がいいのではないか。 

（会長） 

バーチャル水の説明をつけてはどうかと言う御意見がありましたが、バーチャ

ルウォターは、仮想水とも言いますが、日本は５００万トンの食べ物を輸入してい

ますが、単に食べ物の輸入だけではなく、実は、水も輸入している。海外から多く

輸入しているが、アメリカやオーストラリアにしても乾燥地の多い地域で、もともと

水が少ない地域であり、アメリカの麦は地下水を使っていますが、貴重な地下水

を使って麦を作っている。その麦を日本が買ったら、アメリカの貴重な地下水を

一緒に買うことになる。アメリカの地下水捕獲に日本が貢献することになってし

まう。水の豊かな日本がなぜ日本が食料を買うのか、なぜ日本は食べ物を輸入

するのか、という問題提議の言葉です。だから、その裏返しが、地元の食べ物を

しっかり食べたらよい、輸入しなくていいのではないかという結論になる。 

（委員） 

宝塚市も水が不足がちになっているのではないか。食育は、水も大事にしない

といけないのではないか。 

（会長） 

水を守るためには山しかない。 
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（委員） 

昔に比べると宝塚は山がなくなった。家ばかり開発が進んだ。 

（会長） 

宝塚の都市計画は大胆である。都市計画がなっていない。どんどん山を壊す

と、水を吸収することができない。防災関係を含めた都市計画がない。これだけ

山を削れば井戸水もでないのではないか。 

「飲」は何ページのどこに入れるか。 

（委員） 

素案２９ページ （５）青年期の「この時期に大切にしたいこと」に入れてはどう

か。 

（会長） 

では、飲み物も考えましょう。 

私の持論ですが、スポーツ少年団も含めて夏の飲み物は麦茶が最高です。 

加糖飲料は、疲労飲料です。スポーツの途中で砂糖を飲んだら、必ず疲労しま

す。少年団は家に帰ってご飯を食べないが、私の提案で麦茶に変えたらご飯を

しっかり食べるようになった。麦茶には珪素が入っていて、骨を強める効果があ

り、砂糖と逆効果がある。夏は麦茶が最高である。 

（委員）  

医者に、この夏は熱中症防止のため、スポーツ飲料を勧められた。 

（会長） 

疲労しませんでしたか。麦茶をたくさん飲むほうがいいですよ。 

（委員） 

素案５５ページと素案６１ページの横棒グラフについて、だいたいグラフは数値

の高い方から上に書くのが普通だが、これは非常に見にくい。どうしてこのよう

な配置になるのか疑問です。 

（会長） 

多い順の方がいいのではないか。おそらくアンケートの設問順で、便宜上なっ

たのではないかと思いますが。 

（事務局） 

ご指摘のとおりです。見にくいというご指摘ですので、見やすいように変更し

ます。 

（会長） 

関係部署から何かありませんか。 
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（事務局） 

先ほど飲み物の取り扱いがあったが、例えば、食べ物の中に飲み物も含んで

いると考え方でまとめられないかということで、飲み方、飲み物についてまで盛

り込むと、具体的になりすぎてバランスを欠くので、エッセンスとして考えてみた

いと思います。 

（会長） 

正しい飲み物、適正な飲み方にしたらどうか。 

（委員） 

家庭でも小さいお子さんは、お茶ではなくジュースをあたりまえに飲んでいま

す。もし「飲」の問題を取り上げるのであれば、今の食生活のあり方というところ

で、きちんととらえていかないと、小さい頃からの食生活が一番大事だといいな

がら、そういうところが置き去りにされていることはおかしいと思います。 

同じ食卓を囲んでいても、母親が携帯電話でメールをしていたり、それぞれ

別々の物を食べている現状を最近よく見かけます。 

私たちが「１９日は食育の日」という啓発チラシを街頭で配っていても実際に

は食育につながっていない現状があまりにもあります。 

今一度、食育とは何かとらえていなければ、議論をしていても現状はそれどこ

れではありません。 

食育に関わる以上、こうやって委員として出ている中で自分たちがどういう

食育を実際体験したり、子どもたちに伝えているかというようなことを、今一度

見直していかなければいけないのではないかと思います。 

（会長） 

本当は、先ほどの委員がいわれた様に、問題把握をした上で、その問題をどう

解決をするかが本来の計画なので、生活実態がアンケートに上手く出ていればそ

れを根拠に問題を考えようということになるが、今回は問題把握ができていない

ままに望ましい姿を追及するといった抽象論になっている。 

本来は問題把握をした上で計画するのが望ましかったのですが、なるべく正し

い生活をしましょうという、やや抽象論的な計画にならざるを得ない。みなさん

の方で、手もと資料でこんなデータがあるということであれば、御提供くだされ

ばと思います。 

（事務局） 

素案２９ページの件についての確認ですが、アルコールも含めてということで

すか。 
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（会長） 

ここでは、スポーツドリンクも見解の相違があるので、健康に関する論議は非常

に難しい。牛乳という飲み物を１つとっても、推奨する人からいらないという人

もいるので、論議しても結論が出ない。なるべく一般論でご了解いただきたい。 

（委員） 

素案２８ページ （４）思春期のこの時期大切にしたいことということで、食に関

する情報を正しく理解しましょうというのがかかれているが、２９ページ（５）青年

期・壮年期には正しい理解をしましょうというのが書かれていない。正しく理解

するのが、青年期であったり壮年期であったりではないかと感じました。 

（会長） 

素敵な言葉は何回使ってもよいので、ここだけに限らず、言葉の使い方は検討

してみてください。 

追加した資料（資料５）の扱いについての説明をお願いします。 

（事務局） 

今年度、食育に関係するであろう事業照会の資料です。 

今後、食育推進計画の素案についてまとまっていく中で、来年どのような事業

が展開できるのかについては、改めて計画に盛り込み、来年度以降、事業の照会

で再調査したいと思います。 

今回は事業の照会という形で、お渡しさせていただきました。 

（会長） 

委員の皆さんには、宝塚市で食に関わる事業が行われているということだけ、

今日は、御理解ください。 

これがすべて食育ではありません。食にか関わる事業はすべて食育ではな

い。食堂といのは、食に関わる立派な事業ですが、食堂経営者が食育をしてい

るかというとそうではない。食に関する事業と食育とは違う。 

テレビコマーシャルでも、食育という言葉を使っていろんな情報を流していま

すが、食育ではなくそれは消費拡大です。消費拡大と食育とも違います。ファー

ストフード店も食育についてさかんにおっしゃっているが、それもきちんと読めば

消費拡大です。 

御指導いただいているようにもみえるが、その目的が大人の利益を目的とし

ていて、子どもの幸せを考えているものでない。 

消費拡大は大人の利益、食育は子どもの幸せとして委員のみなさんも御判断

いただきたい。 
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実は、なぜ今食育をしないといけないか、時代背景として、今の団塊の世代前

後、５０代～７０代中心の大人が一番子どもに対する食育をしてこなかった世代

です。  

そのため、今の若い親たちの食が乱れています。その子どもたちが、今学校に

通っています。だから学校で改めて食育をしていく必要があります。そういう時

代背景があります。 

しかし、学校だけに責任を押し付ける前に、大元に親がいて、そのもっと大元

には祖父母がいます。だから本当は祖父母たちから鍛え直すこともすごく大事

なことですが、それは難しいので、その次の親からゆっくりどのように鍛え直しが

できるか考えなければならない。親には教育はできない。鍛え直しです。 

改めて４年生前後の子どもたちの食育をどうしていくかが大事な時代である。 

もう一つは、テレビから流れるコマーシャルが、教育という視点を持ちながら、

コマーシャルリズムになっています。 

ある情報番組は、科学の装いもった明らかなコマーシャルになっている。 

そのことによっていかに多くの国民の皆さんが誤解をしてしまったか。 

これにどう対抗できる市民活動を行っていくかが、求められている。 

そういう時代背景を含んだ計画になっているか確認してください。なんとなく

問題に敢然と挑戦する内容には乏しいですね。書き方も難しいですが。 

（委員） 

私は、まさに団塊の世代ではありますが、子どもたちに関心がなかったことは

ありません。私たちの世代はわりあい周りも関心を持ってきました。 

子どもにもそのような教育を行ってきました。 

わが子は、弁当やファーストフードは購入しません。 

会長のおっしゃるようなことは、統計から出ているのですか。 

（会長） 

１００パーセントとはありえないですけれど。ただあなたのまわりには、比較的食

に関心が高い方が多かったのではないでしょうか。 

実は、団塊の世代がなぜそのような親になったかは、やむをえない部分もあっ

た。 

インスタントラーメンを始め、さまざまな新商品が開発され、そのときにそれに 

批判する議論がなかった。みんなそれを鵜呑みにしてきた。私も率先して食べ

てきたが誰も悪いとは言わなかった。マヨネーズも多く食べてきた。 

コマーシャルが先に出た後で、問題定義をされる先生方がおられます。随分た
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ってから、添加物の問題などでてくるわけです。 

習慣がある程度固定した後で学んでいくので、学びは全ての人がするわけで

ないし、また学びをしてもすぐに生活習慣が変わるのもわずかなので、習慣が先

行してしまいます。 

○○ハムも小さな会社であったが、大きくなったのはみんなが食べるようにな

ったからです。団塊の世代が各地の会社を大きくしたわけです。 

（委員） 

９３歳になる母は、今も元気で自分で食事を作って食べています。 

４０年前から三食パン食で、マヨネーズも好きなので、反面教師になった。 

嫁いだ家はご飯は食べないのだと、余計に関心を持ちました。前の世代でも

そういう人がいます。 

（会長） 

それは個人差です。 

個人差を大きく取り上げてはいけません。生物の世界では個体差を作ってい

るから、生き延びてきました。神様が個体差を作って、どんな環境でも生物が生

きられる仕組みを作っています。 

 

 

（会長） 

時間になりましたので、今後のスケジュールについて確認と調整をしたいと思い

ます。 

（事務局） 

第３回会議は、１０月２２日（金）１４時から （３－３会議室） 

第４回会議は、１２月１７日（金）１４時から   とさせていただきます。 

その後は、第４回を経てパブリックコメントを実施。 

最終回第５回は平成２３年２月１７日（木）または１８日（金）を予定しております。

決定次第、連絡させていただきます。 

 

（事務局） 

９月２６日食の安全安心の基調講演とパネルディスカッションを予定しておりま

す。時間が許せばご出席いただきますようお願いいたします。 

   

 


